
東京医学技術専門学校
臨床検査技師科 歯科衛生士科

学校法人 田島学園

T h e  T o k y o  C o l l e g e  o f  M e d i c a l  T e c h n o l o g y

心
と心
が寄り添う場

所
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第 2 校舎図書室本校舎ロビーエントランス

第 2 校舎学生ラウンジ パウダールーム

遊歩道

ピカピカの“心と技術”を持つ医学技術のプロになる。

T h e  T o k y o  C o l l e g e  o f  M e d i c a l  T e c h n o l o g y

医療を通して社会貢献できる人材を育成する教育

患者の方々はさまざまな悩み苦しみを抱えています。

本校では専門的な知識の習得のほかに円満でヒューマニティに富んだ人格形成にも力を注いでいます。

教育理念

快適な

学生生
活が

送れる
設備
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本校舎学生ロビー

教室

臨床検査技師科実習室

歯科衛生士科基礎実習室

歯科衛生士科臨床実習室

Message

校長 杉山 芳樹
歯科医師 歯学博士
岩手医科大学名誉教授

現在の医療は、医師・歯科医師を中心に各医
療専門技術者がチームをつくり、より専門的
な知識と技術を社会に提供しています。その
ニーズに応えるべく、本校では現代の高度な
医療技術の基本原理を系統的にかつ分かりや
すく教育・指導しています。

理事長 田島 光明
歯科医師 歯学博士

本校は現役の医師、歯科医師、臨床検査技師や
歯科衛生士さらに大学教授などを迎えた講師
陣と専任教員による実践的教育体制を主軸と
しています。国家資格取得とともにグローバ
ルな進むべき道を在学中に発見して頂き、意
義のある勉学に努めて頂きたいと考えます。

副校長 井上 孝
歯科医師 歯学博士
東京歯科大学特任教授・名誉教授 広島大学客員教授

これからの医療には、多・他職種との連携が
必至です。本学において多くの事を学び、人
的財産を養い、世の中で必要とされる医療人
を排出できるよう教職員一丸となりサポート
させて頂きます。楽しい学生生活を送って頂
くことを願っています。

専門知識と技術だけでなく医療人として必要
な倫理観や感性など素養の向上も本校は目指
しています。国家資格取得は医療界で生きるた
めの一つの通過点です。知識や技術の習得はも
ちろんですが、学生生活を通じて一生涯の友人
を得て未来に羽ばたくことを期待します。

名誉校長 石 和久
医師 医学博士
順天堂大学名誉教授 東京歯科大学客員教授
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01
KIRARI
PO INT

KIRARI
PO INT

質の高い教育が
あるところ！

経験豊富な専任の先生と第一線で活躍中の講師の先生方に

よる、段階的・体系的に学べる教育カリキュラムと実践的

な実習カリキュラムで、知識と興味が広がります。

国家試験対策が
あるところ！

東京医学技術専門学校の学生に聞く！

私たち在学生から見た、東京医学技術専門学校のKIRARI POINTをご紹介いたします！

過去の国家試験の動向を分析した特別講義や各種の模擬試

験を繰り返して、国家試験対策に生かしています。不得意

な科目を見つけて指導してもらえるのも効果抜群！
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KIRARI
PO INT

KIRARI
PO INT

先生との
距離が近いところ！

充実したサポート体制が
あるところ！

充実した
施設があるところ！

オリエンテーションや個人面談など、就職サポートが充実。

就職担当の先生が、応募先訪問時の注意点やアドバイスか

ら卒業後の転職の相談まで、親身に対応してくれます。

学生一人ひとりが十分に機材を使える環境にあるので、よ

り多くの実践的な実習を重ねることができます。学んだこ

との理解や技術の向上を体で覚えるような感覚です。

クラス担任制なので、普段の勉強や国家試験の対策など、

困ったときには担任の先生にいつでも質問を聞いてもらえ

ます。また、時にはプライベートな相談も……。
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臨床検査技師科
Medical Technologis t

Ⅰ部（昼間部）・Ⅱ部（夜間部）

テレビドラマなどで医療分野の仕事に興味を持ち、小さ

い頃から理科が好きなこともあり臨床検査技師を選びま

した。臨床検査技師の検査結果が患者さんの病気の発見

や治療の方針を決定する指標となるため、やりがいと同

時にその使命感を感じています。この学校は先生との距

離が近く、分からないことや相談なども気軽に話しかけ

られるので、不安などもすぐに解消でき勉強に集中する

ことができるので助かっています。同じ目標に向かって

いる友人たちと一緒に、協力し、競い合い、未来の夢に向

かって頑張ります。

医療社会で働く夢に向かって
頑張ります。

臨床検査技師科 Ⅰ部

K.Tさん
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いのちを守る
“縁の下の力持ち”

魅力のPOINT 1

患者に直接的な治療行為は行い

ませんが、臨床検査技師から医師

に伝えられる迅速かつ正確な情

報が、命を守る医療現場を支えて

います。

専門性が高く、
安定して働ける

魅力のPOINT 2

臨床検査技師は、チーム医療の中

核を担うスペシャリストです。男

女の性別にかかわらず、一生の仕

事として安定して続けられるこ

とは、大きな魅力の一つです。

活躍の場が多い

魅力のPOINT 3

経験を積むことにより細胞検査

士や超音波検査士などの専門特

化した資格も取得でき、ますます

活躍の範囲が広がります。

医療技術の前線で
社会的使命のために活躍できる人に
医師の指示の下に、心電図、超音波、脳波、血液、免疫などの検査を行います。

万全の指導体制をととのえ、学生一人ひとりが体験的に学問、技術を習得できるよう努めています。

Teacher's Message

基礎からしっかり教育し思考力、応用力、表現力、判断力を磨いて真の学力が身につくように共に考え、共に

悩み、時には激励しながら学生一人ひとりを親身にサポートするように、教職員一同一丸となって対応してい

ます。また医療人として、人に対する思いやりと豊かな人間性、そしてコミュニケーション能力が必要とされ

るため、それぞれの学生の個性を生かしつつ、将来医療社会のリーダーとして活躍する人材を育成することに

日々情熱を持って教育・指導を心がけています。困ったことや、分からないこと、悩みなど何でも担任や教職

員に相談・質問してください。皆さんの病める人を助けたい、医療の世界で社会貢献をしたいという気持ちを

全力で応援します。

初志貫徹で立派な医療人に！我々が全力でサポートします。

臨床検査技師科  内藤 誠 先生

臨床検査技師の行う諸検査

微生物学的検査
患者さんより採った便・血液・尿
などから病気の原因となった菌を
検索し、治療方針の確立に役立た
せます。

臨床化学的検査
血液・尿を化学的に定量分析し、
各臓器の機能が正常であるかを
調べます。

一般検査
尿中のタンパク質などの存在と量、
尿や便の寄生虫などを調べます。

病理組織細胞学的検査
病気による人体の変化を組織の
変化から見つける検査です。

免疫学的検査
患者さんの血清やリンパ球を用
いて、人間の持つ免疫のはたらき
を検査します。

生理学的検査
超音波検査・心電図・脳波・サー
モグラフィー・MRIなど測定を行
い、脳・筋肉・臓器など異常の有
無を検査します。

血液学的検査
赤血球・白血球・血小板などの数
の算定やその形態を調べたり、血
液凝固の異常を検査し原因を見
つけます。

生理学的検査
身体に検査器具を装着して、直接情報

を得る検査のことです。超音波検査、

心音図、脳波検査、眼底写真検査、呼

吸機能検査、心電図、MRI（磁気共鳴

画像検査）などがここに含まれます。 検体検査
血液、尿、粘液、臓器（組織）などの採

取した「検体」を使って病状などを把握

する検査のことです。血液中の成分を調

べる血液学的検査、免疫機能の状態を

調べるための免疫学的検査、感染症の

診断に必要な微生物学的検査、DNAの

異常を検出したりする遺伝子検査、がん

細胞検査など、多くの検査があります。

Topics
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 外部施設への見学などが行われ幅広い知識が得られます。

 病院での臨地実習が3年次5ヶ月実施され、実際の医療世界で授業では得られない責任感と多くの経験が身につけられます。

 国家試験の模擬試験などを数多く行い、不得意科目の確認と克服を行います。

 卒業時に専門士（医療専門課程）の称号が付与。

 上記により大学への編入学が可能。

Ⅰ部（昼間部）の特徴

実践を重視した教育課程
化学・生物学を高校レベルから再度学習し、医学の基礎作りから取り組むカリキュラム。

実習を多く取り入れた授業で、経験的に理論と技術の習得ができます。

臨床検査技師科

Ⅰ部（昼間部）
3年制 9：00－16：20

Q1 なぜ臨床検査技師になろうと思ったのですか？

中学・高校と化学が好きだった自分が、その好きなことを仕

事としてみたいと思い、血液や体組織などを分析し観察する

ことにより、患者さんの健康や病気の状態を調べ人の役に立

つことのできる臨床検査技師を考えました。

Q2 仕事のやりがいは何ですか？

内視鏡検査で医師の検査介助を臨床検査技師として担当して

います。患者さんの検査で早期の胃癌が発見され、命を救う

一役を担えたと実感できたときにやりがいを感じました。

Q3 東京医学技術専門学校では何を学びましたか？

知識や技術はもちろんですが、医療従事者としての心構えや

使命感など授業だけではなく、休憩時間中に先生との会話の

中でいろいろな貴重な話が聞けました。

Q4 将来の目標を教えてください

担当している内視鏡検査部門で消化器内視鏡技師の資格取得

が現在の目標ですが、それだけではなく検査なら何でもでき

るオールマイティーな臨床検査技師になり、他のスタッフか

ら頼られる存在に早くなることが目標です。

MESSAGE FROM GRADUATE

3年間の流れ

基礎知識を習得

基礎学力の養成を目的として、化学、生物、物理、

数学、英語などの自然科学や語学を学び、専門科目

の履修準備を整えます。そのほかに倫理学や心理

学を学び、医療保健福祉学を通して、医療社会の規

範と秩序を学び医療人としての素養を高めます。

1年次

専門科目を学ぶ

専門科目を中心とした学習が行われ、臨床検査技

師としての基礎技術を中心的に学びます。また、

臨床検査の理論と実践の習得を目指すだけでな

く、翌年度から始まる臨地実習に向けた、具体的な

患者さん対応などにおいても実践的に学びます。

2年次

臨地実習&国家試験対策

指定病院で実習を行い、患者様への応答、検査業務

の流れを学びます。実習では自分の特性を知ると

同時に、臨床検査技師としての実践的な視点も養

われます。また、卒業と同時に国家試験に合格す

るために、総括的なまとめの学習に取り組みます。

3年次

N.Kさん
新松戸中央総合病院 勤務
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◎ Y.Aさんの1週間の時間割

MON TUE WED THU FRI

9：00－10：30 病理組織細胞検査学 臨床検査学
化学分析検査学実習

血液検査学
一般検査学実習

10：40－12：10 微生物検査学 免疫検査学 神経筋感覚機能検査学

13：10－14：40 化学分析検査学 遺伝子検査学
公衆衛生学実習

血液学／血液分析検査学
実習

神経筋感覚機能検査学
実習14：50－16：20 精度管理学 運営情報管理学

ONE DAY
Student's

学生の1日

登校
両国の駅から徒歩5分で学校
に到着。通学路には、両国国技
館などの施設もあります。

9：00

授業
授業中は、聞き逃すことがな
いように集中してます！

10：40

実習
実践的な技術を身につけられ
るよう、積極的に取り組んで
います。

13：10

放課後
クラスメイトとの休み時間は
いつも楽しい話題です。

16：20

自習
実習のレポートや授業の復習
をするようにしています！

17：30

臨床検査技師になるためには、学ぶことはたくさ

んありますが、先生がとても親身になって教えて

くれるので、学びたいという意識があればどんど

ん吸収できます。将来はスタッフにも患者さん

にも信頼される臨床検査技師になりたいですね。

臨床検査技師科 Ⅰ部（昼間部）
Y.Aさんの1日

空き時間をうまく利用
して、クラスメイトと
勉強しています。

7：00

23：30

9：00
16：20

睡眠

学校

起床／通学

復習
自由時間



 卒業時に高度専門士（医療分野）の称号付与。

 Ⅱ部4年課程の卒業により、大学院入学の受験資格が得られます。

 臨地実習は3年次の終盤で3ヶ月間の集中実習で、医療世界の緊張感と責任感を身につけます。

 昼間部と変わらぬ内容の教育を3年次まで行い、4年次には1年間をかけ国家試験対策に特化した授業を行います。

Ⅱ部（夜間部）の特徴

Q1 なぜ臨床検査技師になろうと思ったのですか？

漠然と大学進学を考えましたが、手に職、国家資格を取得し

たいと思い、親戚に大病を患っている人がいたため医療分野

を考え、臨床検査技師という縁の下の力持ちを知り、昼アル

バイトをしながら資格を目指せる夜間部に入学しました。

Q2 仕事のやりがいは何ですか？

現在採血や心電図などの生理機能検査を担当し、緊急で来た
検査依頼を受け、早くデータを返したときに「ありがとう、

お疲れ様」と言われたときは、感慨無量でした。

Q3 東京医学技術専門学校では何を学びましたか？

超音波検査などの画像検査学が興味深かったです。器具の体へ

の当て方が悪く目的の臓器の部位がなかなか見えず、解剖学な

ど基礎となる知識をイメージ化することが必要と知りました。

Q4 将来の目標を教えてください

臨床検査技師の世界では細胞検査士や緊急検査士などの認定

資格が多くあります。その認定資格を一つずつ取得し、スキ

ルアップをしていくことが現在の目標です。また、医学検査

学会で学術発表をするのも目標です。

MESSAGE FROM GRADUATE

4年間の流れ

基礎知識を習得

1年次

Ⅰ部と同様に高等学校レベルの化

学・生物・物理・数学などの科目を

復習の意味も込めて臨床検査技師

に必要とされる学力の基礎づくり

を学んでいきます。その他医学の

基礎科目である解剖学や生理学な

ど基礎専門科目も学びます。

専門科目を学ぶ

2年次

専門基礎分野と専門分野の科目の

講義と、実習を行います。理論と実

際の検査実技と系統立てられた授

業編成で、頭と身体で各検査項目

の流れや、検査データの見方など

を実践的に学びます。

臨地実習

3年次

専門分野の科目を中心に学科と実習

を積み重ねます。3学年の1月中旬

からは、習得してきた知識と技術を

指定の実習病院で昼間に約3ヶ月間

臨地実習として、医師や臨床検査技

師の指導の下、実践の場で学び医療

人としての心構えも身につけます。

国家試験対策

4年次

3年間学んできた臨床検査の知識

の演習と、総合的に再復習する国

家試験に向けての講義が始まりま

す。後期からは特に国家試験の模

擬試験などを繰り返しながら、国

家試験の傾向に合わせた授業が展

開します。
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東日本で唯一の夜間課程
４年制の課程で午後６時からの授業開始となります。アルバイトなどの仕事をしながら

国家資格を目指せる東日本唯一の専門学校です。大学院入学への道も開かれます。

臨床検査技師科

 Ⅱ部（夜間部）
4年制 18：00－21：10

O.Aさん
名戸ヶ谷病院 勤務



◎ K.Tさんの1週間の時間割

テスト勉強
アルバイトを終え、登校。
18：00からの授業の前に昼間
部の友人とテスト勉強を。

17：00

授業
アルバイトの後で大変だけど、
聞き逃さないように集中して
勉強しています。

18：00

休み時間
次の授業までの休み時間は、
学生ラウンジでクラスメイト
と一休み。

19：30

実習
昼間部と同じ機材を使うこと
ができるので、短い時間でも
充実しています。

19：40

自主学習
エントランスの自習スペース
で、授業後に30分だけ復習の
時間にしています

21：10
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アルバイトと勉強の両
立を心がけています。

ONE DAY
Student's

学生の1日

夜間部は1日の授業時間が短く効率的に勉強し

ます。学生は年齢がさまざま。いろんな経歴を

持った方がいるので刺激も多いです。勉強面はも

ちろんいろいろな相談に乗ってもらっています。

お互いに高め合いながら目標に向かっています。

臨床検査技師科 Ⅱ部（夜間部）
K.Tさんの1日

MON TUE WED THU FRI

18：00－19：30 生物学 検査機器総論 基礎化学 医療工学 生理学

19：40－21：10 解剖学 化学 基礎生物学 救急救命法演習 数学

8：00

23：30

9：00

18：00

睡眠

通学

起床／通勤

復習
自由時間

21：40

17：00

学校

アルバイト



歯科衛生士科
Dental Hygienis t

Ⅰ部（昼間部）・Ⅱ部（夜間部）

姉が医療関係で働いており、経験を積むにつれて患者さ

んへの気配りと優しさ、責任感が一層強くなるのを目の

当たりにして「医療人てカッコイイ！」と思い医療系に進

もうと思いました。私は幼い頃から歯医者さんが大の苦

手で、同じように苦手としている患者さんの気持ちを他

の人より理解してあげられるので、患者さんの気持ちを

理解した上で寄り添える歯科衛生士になろうと思い、国

家試験合格率ほぼ100％の東京医学技術専門学校を選び

ました。先生方は皆親しみやすく、質問や相談にも最後ま

でサポートしてくださいます。

患者さんに寄り添える
歯科衛生士を目指して

歯科衛生士科 Ⅰ部

N.Kさん

11  | The Tokyo College of Medical Technology



就職率
100％の安心

魅力のPOINT 1

常に社会から必要とされる国家資

格ですので、結婚や出産で一時離

職しても、再就職に困ることはあ

りません。

自分のスタイルを
大切にでき、
安定して働ける

魅力のPOINT 2

夜勤がなく勤務時間が規則正しい

ためプライベートとの両立がしや

すく、自分の生活に合わせ、便利な

場所で働くことができます。

活躍の場が多い

魅力のPOINT 3

経験を重ね、キャリアアップする

ことで、保険事務やケアマネジャー

業務もできるようになり、活躍の

場が広がります。

Teacher's Message

歯科予防処置
虫歯や歯周病を起こすプラークや歯石を

取り除いたり、虫歯予防のためにフッ素

（フッ化物）を塗布します。

歯科診療補助
診療機器や器具の消毒・滅菌・管理、薬剤・材料

の準備と、歯科医療がスムーズに行われるため

に歯型を取るなどの歯科医師の補助を行います。

歯科保健指導
病院、学校、職場、保健センターなどで、歯磨き指導や

子どもの歯の発達に関する生活指導など、健康な生活

を送るための相談や指導を行います。
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プロの技術で応えられる
歯科医療のスペシャリストを目指す
歯科衛生士は、人々の歯・口腔の健康づくりをサポートする国家資格の専門職です。

歯科医師と共に、歯科医療に携わるために、患者さんとのスムーズな対応ができる知識と技術を

確実に習得できる、独自性のあるカリキュラムを構成しています。

Topics

歯科衛生士の3つの役割

私たち東京医学技術専門学校では、国家資格取得のための勉学や技術だけではなく、卒業後も医療人、社会人と

して社会に貢献できるよう、人間性豊かな人材育成のための教育を心掛けています。入学された学生さんには学

校生活がより充実したものになるよう、また毎日の授業や実習に集中できるよう、各クラスの担任だけではなく、

教員間で情報を共有し、より良い指導が行えるように常に考えながら全員が一丸となって学生教育に当たってい

ます。どんな小さな問題や心配事、悩みも打ち明けられるような環境をつくり、迷いや戸惑いが少しでも解消で

きるよう親身になって考え、いつも近くで見守っていられるような関係を築いていけるよう努めています。勉強

が苦手な人、手先が器用でない人、引っ込み思案な人…それぞれの個性を大事にしながらサポートしていきます。

努力は嘘をつきません。夢に向かって、一緒に頑張りましょう！

歯科衛生士科  斎藤 笑子 先生



 豊富でゆとりある授業プログラム。

 徹底したサポートで開校以来トップレベルの国家試験合格実績。

 ゆったりとした時間の中で、健康管理士一般指導員の資格も取得できます。

 親身できめ細やかな就職指導で、適性に合った就職が可能。

 臨地・臨床実習は歯科医院のほか、健康センターや高齢者施設など8分野の施設で行い、豊富な実習体験で技術と知識が得られます。

 PCを使用した診療報酬（レセプト）の演習を行っています。

Ⅰ部（昼間部）の特徴

S.Sさん
文京区平井歯科医院 勤務

Q1 なぜ歯科衛生士になろうと思ったのですか？

寝たきりの祖父のような人の手助けをする仕事はないかと考

えていました。大学進学も漠然と考えましたが、母から歯科

衛生士のことを聞き、口腔内のリハビリにより再び食べる喜

びを患者さんに実感してもらえる仕事だと知りました。

Q2 仕事のやりがいは何ですか？

担当するそれぞれの患者さんの治療計画や方針を歯科医師と

相談し、歯周治療では患者さんとコミュニケーションを取り

ながら性格・生活習慣・環境等を把握し進めていく所です。

Q3 東京医学技術専門学校では何を学びましたか？

基礎から臨床まで分かりやすく丁寧に先生方に教えて頂けま

した。歯科のアルバイト経験はなく右も左も分からない状態

でしたが臨地実習に出ても臆することなく臨めました。

Q4 将来の目標を教えてください

器具の使い方、患部へのアプローチの仕方、効率的なクリー

ニングの仕方などを治療の合間に先輩方の手技を見たり教え

て頂いて技術の向上を目指しています。また摂食嚥下のリハ

ビリテーションの資格取得が目標です。

MESSAGE FROM GRADUATE

13  | The Tokyo College of Medical Technology

豊富な実習体験ときめ細かな指導
ゆとりある授業プログラムと徹底したサポートで全国平均を大きく超えた

国家試験の合格実績。きめ細やかな就職指導で、適性に合った就職が可能です。

歯科衛生士科

Ⅰ部（昼間部）
3年制 9：00－16：20

3年間の流れ

基礎知識を習得 専門科目を学ぶ 臨地実習&国家試験対策

医療人として豊かな教養を身につけ、社会性を養

うために生物学・化学・心理学・英語などの一般教

養科目に加えて、健康への理解を深めるウェルネ

ス概論などを学びます。専門科目では、身体や口腔

の仕組みや働き・病気が起こる原因や、その対応や

回復の促進について歯科医学の基礎を学びます。

歯科衛生士業務である歯科予防処置・歯科診療補

助・歯科保健指導の基礎から相互実習へと学内

実習を通して知識と技術を身につけていきます。

臨床歯科医学の知識と礼儀作法などを学び、臨

地・臨床実習の場では、歯科医師や歯科衛生士か

ら指導を受けながら患者さんと接していきます。

2年次から引き続き臨地・臨床実習が行われ、保

健センター・保育園・小学校・介護老人保健施設・

大学病院などで、さまざまな年齢層の方々と接す

る実習が行われ、幅広い経験が得られます。臨地・

臨床実習の後に、3年間の総まとめとして知識の

確認を行い、期待される歯科衛生士を目指して国

家資格取得へ向かっていきます。

1年次 2年次 3年次



◎ M.Yさんの1週間の時間割

登校
第２校舎へのアクセスは、
JR・地下鉄とさまざまな路線
があって便利です。

9：00

授業
歯科専門用語など、聞き漏らさ
ないようにしっかりノートを
取るように気をつけています。

10：40

実習
技術だけではなく、歯科衛生
士として、医療人としての対
応なども学びます。

13：10

放課後
図書室にて明日の授業の予習
を。種類豊富な参考書が揃っ
ています。

16：20

帰宅
全ての授業を終えて帰宅。16：20
には授業が終わるので、プライ
ベートの時間もたっぷりあります。

17：30
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ONE DAY
Student's

学生の1日

MON TUE WED THU FRI

9：00－10：30
歯科診療補助実習

う蝕予防処置法 高齢者歯科学 介護応急処置
歯科保健指導

10：40－12：10 書道／ペン字 小児歯科学 歯科矯正学

13：10－14：40 保険事務
予防的歯石除去法実習

臨床検査学 衛生行政
自主学習

14：50－16：20 自主学習 障害者歯科学 衛生統計学

歯科経験はアルバイトも含め、まったくの未経

験の私ですが、授業を受けるたびに口腔への興

味が増してきます。また、口腔だけでなく身体全

体の勉強もあり、ますます医療という世界の入

り口に立ったのだなと実感することが多いです。

歯科衛生士科 Ⅰ部（昼間部）
M.Yさんの1日

毎日が新しいことの連
続、飽きるなんてことは
ありません。

7：00

23：30

9：00
16：20

睡眠

学校

起床／通学

復習
自由時間



 効率化された分かりやすい授業。

 午後6時からの授業開始により、昼間お仕事をされている方や、大学・短大などに通われている方も歯科衛生士を目指せます。

 働きながら学ぶことを希望する方には、歯科医院をご紹介いたします。

 ライフスタイルに合わせて2年次・3年次の臨地・臨床実習の時間帯を選択することができます。

 PCを使用した診療報酬（レセプト）の演習を行っています。

Ⅱ部（夜間部）の特徴

Y.Nさん
なごみ歯科 勤務

Q1 なぜ歯科衛生士になろうと思ったのですか？

人と接することが好きなので、もっと近くで患者さんに寄り

添えて、人の健康の役に立てる歯科衛生士に憧れたのがきっ

かけです。

Q2 仕事のやりがいは何ですか？

患者さんから感謝の言葉をいただいたときは、やはり嬉しいで

す。最初はあまり歯磨きが得意ではなかった方が歯磨き指導や

クリーニングで口内環境が良くなってきたり、患者さん一人ひ

とりに合わせた歯磨き指導は難しいですがその分、患者さんの

モチベーションを上げられたときはやりがいを感じます。

Q3 東京医学技術専門学校では何を学びましたか？

専門的な授業や実習で歯科衛生士の基礎を学ぶことができま

した。臨床実習や国家試験と大変なこともたくさんありまし

たが、同じ目標を持ったクラスメイトと助け合い先生方にも

サポートしていただき歯科衛生士になれたときは今までの人

生で一番の達成感でした。

Q4 将来の目標を教えてください

信頼してもらえる歯科衛生士になることです。私の職場は幅

広く学べる環境なので患者さんのいろいろな悩みに歯科衛生

士の立場からサポートができるようになりたいです。たくさ

んの患者さんと関わり、日々勉強して頑張ります！

MESSAGE FROM GRADUATE
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働きながら学び、歯科衛生士を目指す
スリムで充実したカリキュラム。午後6時から授業開始で、昼間お仕事をされている方や、

大学・短大などに通学している方も歯科衛生士を目指せます。

歯科衛生士科

 Ⅱ部（夜間部）
3年制 18：00－21：10

3年間の流れ

基礎知識を習得 専門科目を学ぶ 臨地実習終了&国家試験対策

スリム化した効率的な授業により昼間部同様に一

般教養科目の復習やウェルネス概論などを学び基

礎学力を高め。それとともに歯科衛生士の３大業

務である歯科予防処置・歯科診療補助・歯科保健指

導などの基礎専門科目を授業と実習を通し順次系

統立てて学んでいきます。

２年次は基礎専門科目から専門科目の授業と実習に

移行し、より専門性の高い歯科医学を学び、後期から

始まる臨地・臨床実習に備え、より実践的な相互実習

を重ね臨床歯科医学の知識と技術のまとめをします。

臨地・臨床実習は学生一人ひとりが複数の施設で実

習を重ね、偏りのない実習体験を数多く得ます。

３年次の臨地・臨床実習が終了した後に、国家試

験対策のための授業が開始されます。１年次２年

次で学んだ専門科目の知識を確認し、過去の国家

試験の傾向を基に対策授業が行われ、模擬試験を

繰り返し、分析して学生個々の不得意科目の指導

や補習などを行い国家試験受験に臨みます。

1年次 2年次 3年次



◎ S.Hさんの1週間の時間割

17：30

登校・進路相談
今日は仕事が早く終わったの
で担任の先生に就職相談をし
ています。

17：50

身支度
新設されたパウダールームで
身支度。きらきらとした空間
で気分も高まります。

18：00

授業・実習
少し緊張するけど、実際の歯
科医療の場だと思って真剣に
取り組みます。

21：10

授業終了・自習
図書室には歯科に関する本が
たくさんあるので調べながら
自習をします。

21：30

帰宅
今日の復習と明日の授業の準
備をして、今日は早めに寝る
ことにします。
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ONE DAY
Student's

学生の1日

MON TUE WED THU FRI

18：00－19：30 衛生行政 予防的歯石除去法 歯科放射線学 臨床検査学

歯科診療補助実習

19：40－21：10 歯科衛生士概論 インプラント・審美歯科学 高齢者歯科学 保険事務

歯科医院でのアルバイト
と両立をしています♪

17時まで歯科医院でアルバイトをしています。お

昼は職場のスタッフとランチへ♪仕事が終わった

ら学校へ。授業の後は時間のあるときは図書室で

調べたり、先生に質問しています。習ったことが

実際に行われていて、より興味が湧いてきます。

歯科衛生士科 Ⅱ部（夜間部）
S.Hさんの1日

8：00

23：30

9：00

18：00

睡眠

通学

起床／通勤

復習
自由時間

21：10

17：50

学校

アルバイト





少人数のきめ細かな指導により国
家試験約100% の合格率を実現

3 年次のみだけではなく、1・２年次から個別補習

授業を行います。また国家試験対策授業も専任教員

がサポートし合格へと導きます。

毎年約 1000 件の求人募集から選
べる安心の就職

歯科医院はもちろん、総合病院や保健所、老人施設

など、多方面からの求人も多く、ニーズに合った職

場を選べ、活躍の場が広がります。

大卒初任給の平均を大きく上回る
魅力的な給料体系

初任給も年々上昇し、各種保険などの福利厚生も充

実し、休日も週休２日～３日など、女性にとってま

すます働き安い職場が増えています。

国家試験平均合格率 求人倍率 求人初任給

100% 22.5倍 223,460円
平均

約

歯科衛生士の強み

実 習 先

● Ｅ・Ｓ歯科院

● あおぞら歯科

● 秋葉原UDX歯科クリニック

● イズミ歯科

● 伊藤歯科医院

● 海谷歯科医院

● 笠原歯科

● 上條歯科医院

● 幸阪歯科

● コートマリーナ歯科医院

● 埼玉歯周病インプラントセンター 

● 昭和の森デンタルクリニック

● すなまち北歯科クリニック

● 東京駅前歯科口腔外科

● 東京汐留歯科クリニック

● 東京歯科大学水道橋病院

● 東京歯科大学千葉病院

● 中野歯科クリニック

● なごみ歯科医院

● にしざわ歯科医院

● 日本橋グリーン歯科

● パール歯科医院

● 平井歯科医院

● フェリア歯科院

● 船橋デンタルクリニック

● 間宮歯科医院

● 三井記念病院

● メトロポリタンデンタルクリニック

● わかば総合歯科
※実習先より一部抜粋

施設などからの求人票を

呈示し、各自の希望の施

設などを訪問見学し、進

路を決定します。

10月
施設訪問
第 2 回個人面接

いよいよ就職試験が始ま

り、逐次内定していきます。

11月
就職試験開始

次年度の指導のため、受

験者からの報告書の提出

を求めます。

12月
就職受験報告書提出

就職未定者一人ひとりに再

びきめ細かく指導します。

1月
未就職者への
フォロー

求人依頼があったが、希

望者のない施設などに事

情を説明。

2月
就職求人病院など
へのフォロー

ライセンスを取得し、医

療社会へと飛び立ちます。

3月
国家試験受験
卒業式
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周辺環境

3

4

2

5

6

東京

秋葉原

蔵前

AREA MAP

RYOGOKU
この地域には江戸時代の歴史を垣間見ること

ができる史跡や建物、日本庭園などのさまざ

まな名所が点在しています。また、相撲部屋も

数多くあることから街を歩けばお相撲さんを

見かけることもあります。
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東京医学技術
専門学校

東京医学技術
専門学校 第2校舎

隅

川

田

国技館

両国橋

回向院

両国駅

 JR Ryogoku Sta.

旧安田庭園

刀剣博物館

江戸東京博物館館館館館

東京東京東東

両両

旧旧

刀刀刀

333

田田田

国技館国国技技館館

旧安田庭旧安安田庭旧旧旧

舎舎

回向院向回向

両国周辺には江戸時代からの伝統・文化を受け継ぐ魅力がいっぱいです！

首
都
高
速
６
号
向
島
線

66



刀剣博物館は日本刀を保存・公開し、 日本刀文化の

普及のため、日本美術刀剣保存協会の付属施設とし

て昭和43年に開館。日本刀という特殊な伝統文化

の保存、また日本のみならず世界に日本刀を発信し

ていく拠点となっています。

刀剣博物館両国橋
隅田川下流に架かる橋。墨田区両国と中央区東日本

橋とを結びます。明暦の大火後の万治2年（1659）

の架橋といわれており、江戸時代から川開きの花火

の名所となっています。

元来、両国とは両国橋を挟んだ隅田川の両岸を指す

地名でした。しかし、総武鉄道は当初隅田川の東岸

までの開通にとどまったため、両国橋の東、東両国

に両国橋駅を開業し、後に両国駅と改称。複合飲食

施設「-両国- 江戸NOREN」が開業しました。

両国駅国技館
両国国技館（りょうごくこくぎかん）は、大相撲の

興行のための施設。また、ボクシング、プロレスリ

ングなどの格闘技の試合に使用されることもあり

ます。両国国技館という呼称は一般向けの通称であ

り、正式名称は、国技館。

東京都江戸東京博物館は、江戸東京の歴史と文化を

振り返り、未来の都市と生活を考える場として平成

5年（1993年）3月28日に開館しました。高床式

の倉をイメージしたユニークな建物。

江戸東京博物館すみだ北斎美術館
西洋画家にも影響を与えた江戸後期の浮世絵師、葛

飾北斎の作品を展示した美術館です。最新技術で

推定復元した巨大な絵馬や、北斎のアトリエ再現模

型、北斎漫画をアニメにしたタッチパネル、錦絵を

拡大して細部まで鑑賞できる４Kの高精細モニタ

など、新しい美術館の形として、さまざまな角度か

ら北斎の魅力をお伝えしています。
1

O
ed

o 
Li

ne

Ryogoku Sta.

首都高速 7 号 小 松 川 線

N

すみだ北斎美術館

清澄白河

北千住千葉
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JR Sobu Line

RYOGOKU AREA
学校周辺散策案内
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5 6
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・入学式

・新入生オリエンテーション

・前期授業開始

・臨地実習・臨床実習スタート

 （臨床検査技師科Ⅰ部3年生）

4
・救命救急講習

・体験入学

・学生健康診断
5

・衛生教育参加（歯科衛生士科Ⅰ部）

・歯の衛生週間行事参加（歯科衛生士科Ⅰ部）

・公衆衛生施設見学（臨床検査技師科Ⅰ部）

・体験入学

・学園祭

6

・夏期休暇

・健康管理士一般指導員試験

 （歯科衛生士科3年生）

・臨地実習終了

 （臨床検査技師科Ⅰ部3年生）

・体験入学

8

・前期期末試験

・特別講義開始(臨床検査技師科Ⅰ部3年生)

・東京都赤十字血液センター見学（臨床検査技師科Ⅰ部）

・東京歯科大学千葉歯科医療センター実習

 （歯科衛生士科Ⅰ部3年生）

・体験入学

・登院式（歯科衛生士科Ⅱ部2年生）

9

・前期特別講義

・老人保健施設実習

 （歯科衛生士科Ⅰ部3年生）

・体験入学
7

・国家試験受験願書出願

・国家試験対策講習開始

（歯科衛生士科Ⅱ部3年生）

・臨地・臨床実習開始

（臨床検査技師科Ⅱ部3年生）

（歯科衛生士科Ⅰ部2年生）

1
・後期期末試験

・国家試験受験

 （臨床検査技師科）

・卒業認定（歯科衛生士科）

2

・国家試験受験（歯科衛生士科）

・卒業証書授与式

・謝恩会

・臨地・臨床実習終了

 （臨床検査技師科Ⅱ部3年生）

・後期期末試験（夜間部）

・春期休暇

3

・国家試験受験願書作成

・登院式（歯科衛生士科Ⅰ部2年生）

・臨地・臨床実習終了 （歯科衛生士科Ⅱ部3年生）

・国家試験対策講習開始（歯科衛生士Ⅰ部3年生）

・冬期休暇

・卒業認定（臨床検査技師科Ⅰ部・Ⅱ部）

12

・後期授業開始

・日本自動化学参加

 （臨床検査技師科Ⅰ部2年生）

・臨地・臨床実習開始

 （歯科衛生士科Ⅱ部2年生）

10
・国家試験対策セミナー

 （臨床検査技師科Ⅰ部3年生）

・臨地・臨床実習終了

 （歯科衛生士科Ⅰ部3年生）

11

昼休みや授業の合間に、クラスメイトたちと休憩し

談話のできる施設の学生ラウンジが充実しています。キャンパスライフ

士科Ⅰ部部部部部部部部部部部222年生222年生2年生2年生2年生2年生2年生2年生22年生2年生222222年生22222 ））））））））））））））

・卒

（歯科衛生士科衛生士
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沿沿沿沿沿革革革革革

アクセスマップ

昭和47（1972）年

昭和48（1973）年

昭和56（1981）年

昭和60（1985）年

平成  1（1989）年

平成  6（1994）年

平成  7（1995）年

平成22（2010）年

平成24（2012）年

平成25（2013）年

臨床検査技師養成所として厚生省指定認可。昼間部3年制を開校。

臨床検査技師科夜間部3年制を併設。

学校法人田島学園の設置が許可され、専修学校となる。

2年制の歯科衛生士科定員40名が認可、開設。

臨床検査技師科夜間部3年制を廃止。

歯科衛生士科80人定員変更申請許可。

医療専門士称号付与の指定校認定、臨床・歯科共に卒業後大学への編入学の道が開かれる。

歯科衛生士科Ⅰ部と歯科衛生士科Ⅱ部の3年制教育スタート。

臨床検査技師科Ⅱ部4年制教育スタート。

文部科学省告示第二号により、歯科衛生士科Ⅰ部・Ⅱ部の卒業生に【専門士】、
臨床検査技師科Ⅱ部の卒業生に【高度専門士】付与が認定される。

昭

昭和

道

江戸東京
博物館

東門

東京都
慰霊堂

湘南
メディカル
記念病院

両国
ビュー
ホテル

回向院

旧安田庭園

日本大学
第一高校

両国第一ホテル

都営
大江戸線
両国駅

NTT
ドコモ

安田学園

蔵前橋通り

京葉道路両国橋

清
澄
通
り

遊
歩
道

高
速
道
路
6
号
線

隅
田
川

至 秋葉原 至 千葉

国技館

西門

JR 両国駅

同愛記念病院

都
立
蔵
前
工
業
高
校

両
国

中
学
校

臨床検査技師科（Ⅰ部・Ⅱ部）

第 1校舎（本校舎）

歯科衛生士科（Ⅰ部・Ⅱ部）

第 2 校舎

主なターミナル駅から両国駅までの乗車時間

都内から →　JR新宿駅より約20分

千葉方面から →　JR船橋駅より約25分、JR千葉駅より約40分

埼玉方面から →　JR大宮駅より約47分

茨城方面から →　つくばエクスプレス「つくば」駅から約48分

京浜東北線

都営大江戸線

至 松戸

至 大宮

至 荻窪

至 横浜

至 千葉

飯田橋

渋谷

御茶ノ水

八王子

山手線

つくば
エキスプレス

埼京線

池袋 田端

上野

秋葉原

東京

両国 錦糸町

赤羽

品川

新宿

代々木

本校舎へのアクセス

● ＪＲ総武線・両国駅西口改札より徒歩5分
● 都営地下鉄大江戸線・両国駅A-1、A-3 出口より徒歩3分
● 東京メトロ浅草線・蔵前駅より徒歩10分

臨床検査技師科（Ⅰ部・Ⅱ部）

第２校舎へのアクセス

● ＪＲ総武線・両国駅西口改札より徒歩4分
● 都営地下鉄大江戸線・両国駅A-1、A-3 出口より徒歩10分
● 都営地下鉄浅草線・東日本橋駅B-3 出口より徒歩9分
● 都営地下鉄新宿線「馬喰横山駅」より11分

   ※馬喰横山駅から地下道で東日本橋駅・B-3出口まで2分

歯科衛生士科（Ⅰ部・Ⅱ部）
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本校舎   臨床検査技師科（Ⅰ部・Ⅱ部） 東京都墨田区横網1-10 -8　03 -3626 -4111
第2校舎   歯 科衛生士科（Ⅰ部・Ⅱ部） 東京都墨田区両国1-10 -5　03 -3634 -7101

www.tokyo-igaku.com

東京医学技術専門学校
学校法人 田島学園
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